
区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

暮
ら
し

社会福祉会館・人権週間事業 社会福祉会館(東墨田
2－7－1)

▼皮革工芸体験教室「革で来
年の干

え と
支(寅

とら
)のマスコット

キーホルダーを作ろう！」

12月4日(土) ▼午前の部＝
午前10時～11時半　 ▼午
後の部＝午後2時～3時半

内区の産業である皮革産業を映像等で学び、マスコットキーホルダー
とシトラスリボンを作る　＊参加者には記念品を進呈　対区内在住
在勤在学の小学生以上　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　
定各部先着12人　費無料　申事前に社会福祉会館☎3619－1051
へ　＊受け付けは12月3日までの午前9時～午後5時(土・日曜日、祝
日を除く)

▼人権講演会「ソーシャルイ
ンクルージョンによる人権
のまちづくり

　〝ウイズコロナ
　時代を迎えて〞」

12月11日(土)午後1時15
分～2時45分　＊受け付け
は午後1時～

【講師】炭谷 茂氏(社会福祉法人恩賜財団済生会理事長)　＊手話通訳
あり　定先着30人　費無料　申 11月22日から住所・氏名・電話番
号を、直接または電話、ファクス、Eメールで社会福祉会館☎3619－
1051・℻  3619－1054・ SYAHUKU@city.sumida.lg.jpへ　＊直
接、電話での受け付けは、月曜日～金曜日の午前9時～午後5時(祝日
を除く)　＊空きがあれば当日会場でも申込可　＊申込時に2歳以上の
未就学児の一時保育(定員制)の希望可

ひょうたんランプを作ろう 12月12日(日 ) ▼ 1部＝午
前10時～正午　 ▼2部＝午
後1時～3時

みどりコミュニティセ
ンター(緑3－7－3)

内ひょうたんに絵を描いてくり抜き、ランプを作る　＊小学生以下は
保護者の同伴が必要　定各部先着15人　費各部3000円(材料費、保
険料込み)　持メガネまたはゴーグル(必要な方のみ)　申事前に、み
どりコミュニティセンター☎5600－5811へ

健
康
・
福
祉

ローズティーの会(同愛認知症
家族会)

11月26日(金)午後1時半～
3時

本所地域プラザ(本所
1－13－4)

内悩みの共有、情報交換　対認知症の家族を介護している方、介護の
経験がある方、認知症や介護に関心がある方　定先着10人　費無料　
申事前に同愛高齢者支援総合センター(亀沢2－23－7塚越ビル1階)
☎3624－6541へ

今日から始める認知症予防(医
師編)

12月2日(木)午後2時～3
時半

シルバープラザ梅若
(墨田1－4－4都営住
宅4号棟1階)

内認知症サポート医による講演会　対認知症に関心がある方など　
定先着15人　費無料　申事前に電話で、うめわか高齢者支援総合セ
ンター☎5630－6541へ

ふくの会(なりひら認知症家族
会)

12月4日(土)午後1時半～
3時半

なりひら神明橋集会所
(業平5－6－2)

内認知症の家族を介護している方の悩みの共有・情報交換　対区内
在住で認知症の家族を介護している方　定先着10人　費無料　申事
前に、なりひら高齢者支援総合センター(業平5－6－2・なりひらホー
ム内)☎5819－0541へ

炭谷 茂氏

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

被害者等への理解を深めましょう
犯罪被害者週間

11月25日～12月1日(犯罪被害者等基本法
が成立した12月1日以前の1週間)は犯罪被害
者週間です。犯罪の被害に遭うと、身体的被害
のほか、捜査や裁判に伴う負担、噂

うわさ
や中傷によ

る精神的苦痛など、多くの困難な問題に直面し、
被害者とその家族の生活は一変します。これを
機に、犯罪被害者等が置かれている状況や、犯
罪被害者等の名誉または生活における平穏への
配慮の重要性等についての理解を深めましょう。
　区では、人権啓発冊子「人権感覚」を発行し
様々な人権問題を取り上げています。犯罪被害
者やその家族の人権問題についても掲載してい
ますので、ぜひ、ご覧ください。
[配布場所]区民情報コーナー(区役所1階)　＊区
ホームページからも出力可 [問合せ]
人権同和・男女共同参画課人権同和
担当☎5608－6322

つながりささえあうみんなの地域づ
くり
歳末たすけあい運動

　今年も歳末たすけあい運動を行います。皆さん
からお寄せいただいた募金は、高齢者や障害のあ
る方への福祉活動のほか、ボランティア活動、町
会・自治会の福祉活動、小地域福祉活動、ふれあ
いサロン活動など、区内の様々な福祉活動に活用
されます。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のた
め、街頭募金は行いません。以下のいずれかの方
法で募金をお願いします。
[実施期間]12月1日(水)～28日(火)[窓口での募
金方法]期間中、直接、次のいずれかの窓口へ ▼墨
田区社会福祉協議会(東向島2－17－14)　 ▼すみ
だボランティアセンター分館(亀沢3－20－11関
根ビル4階)　 ▼地域活動推進課地域活動推進担当
(区役所14階)　＊受け付けは月曜日～金曜日の午
前9時～午後5時(区役所は午前8時半～)[振り込
みでの募金方法]事前に電話で問合せ先へ　＊後
日、振込用紙を送付 [募金箱での募金方法]期間
中、区内各所に設置している募金箱へ　＊設置
場所は墨田区社会福祉協議会のホー
ムページを参照 [問合せ]墨田区社会
福祉協議会☎3614－3900

ご意見をお寄せください
都市計画の原案の縦覧、公
述、公聴会

[対象計画／対象区域]住宅市街地の開発整備の
方針／特別区、市、瑞穂町および日の出町
■都市計画の原案の縦覧
[縦覧期間／縦覧場所]12月1日(水)～15日(水)／
東京都都市整備局都市づくり政策部都市計画課
(〒163－8001新宿区西新宿2－8－1第二本庁
舎12階北側)、都市計画課(区役所9階)
■都市計画の原案への公述申出
[公述時間]１人につき10分以内 [公述の対象者]
対象区域内に在住の方、計画案に利害関係がある
方 [公述申出]公述申出書を直接または郵送で縦
覧期間(必着)に東京都都市整備局都市づくり政
策部都市計画課へ　＊申出多数の場合は意見要

旨等を考慮し選定　＊公述申出書は縦覧場所で
配布しているほか、都ホームページからも出力可
■都市計画の原案の公聴会
[開催日時]令和4年1月20日(木) ▼午後2時～　

▼午後7時～[開催場所]都庁議会棟都民ホール(新
宿区西新宿2－8－1都議会議事堂1階)[申込み]当
日直接会場へ　＊公述申出がない場合は中止　＊別
日程でも開催あり(詳細は都ホームページを参照)
　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼東京都都市整備局都市計画課☎5388－
3336　 ▼都市計画課都市計画・開発調整担当
☎5608－6265

交通事故等で保険証を使うときに
第三者行為による傷病届

　交通事故など第三者から受けたけがの医療費は、
原則として、加害者(相手方)が過失割合に応じ
て負担します。ただし、区に連絡・届出をするこ

とにより、保険証を利用して診療を受けることが
できます。この場合、病院窓口での自己負担分を
除いた医療費について保険者(墨田区など)が一
時立替えを行い、後日、加害者に請求します。そ
のため、交通事故など(自損事故含む)に遭ったら、
必ず区へ届け出てください。必要な書類(「第三
者行為による傷病届」など)は、事故の状況など
を聞いたうえでご案内します。
　また、交通事故の場合、事故証明書が必要とな
りますので、必ず警察にも届け出てください。
[対象]墨田区の国民健康保険・後期高齢者医療制
度に加入している方 [届出先・問合せ] ▼国民健
康保険＝国保年金課こくほ給付係☎5608－6124　

▼後期高齢者医療＝国保年金課長寿医療(後期高
齢者医療)資格・給付担当☎5608－6192

広告 「畳を通して長～いお付き合い」気軽にお電話下さい。HPでも…。あなたの町の（有）たたみ工房さいとう☎03－3631－9591

3墨田区のお知らせ

 ☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

2021年（令和3年）11月21日

広告 墨田区の工務店　雨漏りのプロ!　地域密着型で施工後も安心!　■東洋堂ハウスSP■　押上支店☎03－5637－7497
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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP暮らし
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区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

健
康
・
福
祉

障害者週間記念行事「すみだス
マイル・キャンペーン」　＊人権
週間の展示と合同開催

12月6日(月)～10日(金)
の午前9時～午後5時　＊初
日は午後1時～、最終日は
正午まで

区役所1階アトリウム 内心のバリアフリーの啓発展示、障害のある方が描いた絵のスライド
ショーや障害者団体等の活動紹介動
画の上映　＊区ホームページでも公
開し、絵の人気投票を実施　費無料
＊通信料は自己負担　申期間中、直
接会場へ　問障害者福祉課庶務係
☎5608－6466・℻  5608－6423

季節の折り紙教室(全3回) 12月9日～23日の毎週木曜
日午後1時半～3時半

すみだ福祉保健セン
ター(向島3－36－7)

対区内在住で60歳以上の方　定10人(抽選)　費100円　申 11月28
日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3721へ

身体障害者向け「2wayフラワー
アレンジメント教室」

12月17日(金)午前10時～
正午

内クリスマスとお正月兼用のフラワーアレンジメント　対区内在住
で身体に障害のある方　定 10人(抽選)　費 2500円　申教室名・住
所・氏名・年齢・ファクス番号を、直接または電話、ファクスで11月
27日までに、すみだ福祉保健センター☎5608－3723・℻  5608－
3720へ　＊申込時に手話通訳・磁気ループの希望可

スマートフォン体験会・相談会 ▼体験会＝12月20日(月)・
22日(水)午前9時～正午、
午後1時半～4時半　 ▼相談
会＝12月22日(水 )午前9
時～正午、午後1時半～4時
半

すみだ女性センター
( 押上 2－ 12 － 7－
111)

内／対 ▼体験会＝スマートフォンの基本操作を学ぶ／おおむね55歳
以上でスマートフォンをお持ちでない方、操作に不慣れな方　 ▼相談
会＝スマートフォンについての疑問や不安を個別に相談する／おおむ
ね55歳以上の方　定 ▼体験会＝各15人(抽選)　費無料　申 ▼体験
会＝各開催日の1週間前までに電話でスマートフォン普及啓発事業事
務局☎3804－3381へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午
後5時　 ▼相談会＝当日直接会場へ　＊参加者多数の場合、早めに受
け付けを終了する場合あり　問高齢者福祉課支援係☎5608－6168

子
育
て
・教
育

フウガドールフットサル教室 令和4年3月までの毎週水
曜日 ▼ ミドルクラス＝午
後3時45分 ～5時15分　

▼アッパークラス＝午後5
時20分～6時50分

区総合運動場(堤通2－
11－1)

内フットサルチーム「フウガドールすみだ」の選手やコーチから、フッ
トサルを教わる　対 ▼ ミドルクラス＝小学校1年生～4年生　 ▼アッ
パークラス＝小学校4年生～6年生　定各クラス先着24人　費各クラ
ス毎月8250円　＊いずれも別途、年会費5500円、ユニホーム代1万
1000円(ユニホームを購入済みの場合は不要)が必要 持運動着、運
動靴、タオル、飲物　申事前に教室名・希望クラス・住所・氏名・学年・
電話番号を、電話またはEメールでフクシ・エンタープライズ墨田フィー
ル ド ( 区総合運動場 ) ☎3611－9070・ lesson@sumidacity-
ground.comへ　＊詳細は問い合わせるか、フクシ・エンタープライ
ズ墨田フィールドのホームページを参照

S
ソ ル テ ィ ー ロ
OLTILO F

フ ァ ミ リ ア
AMILIA S

サ ッ カ ー
OCCER

S
ス ク ー ル
CHOOL

令和4年3月までの毎週金曜
日午後3時～7時

種 キッズ(年中・年長)、小学校1・2年生、小学校3・4年生、小学校5・
6年生　定各クラス先着36人　費毎月 ▼キッズ＝5500円　 ▼小学校
1・2年生＝7150円　 ▼小学校3・4年生＝8250円　 ▼小学校5・6年
生＝9350円　＊いずれも別途、入会金5500円が必要　持運動着、運
動靴、タオル、飲物　申事前に教室名・希望クラス・住所・氏名・学年・
電話番号を、電話またはEメールでSOLTILO東京事務局☎6451－
8056・ support@soltilo.comへ　問フクシ・エンタープライズ墨
田フィールド(区総合運動場)☎3611－9070　＊詳細は、SOLTILO 
FAMILIA SOCCER SCHOOLのホームページを参照

子ども水泳教室「幼児水慣れ教
室」「クロール息継ぎ特訓教室 土
曜コース／日曜コース」(各全4
回)

▼幼児水慣れ教室＝12月2
日～23日の毎週木曜日午後
3時～3時50分　 ▼クロー
ル息継ぎ特訓教室 ＝12月4
日～25日の毎週土曜日午後
1時～1時50分、12月5日～
26日の毎週日曜日午前11
時45分～午後0時35分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対／定 ▼幼児水慣れ教室＝4歳以上の未就学児／先着15人　 ▼クロー
ル息継ぎ特訓教室＝バタ足で5m泳げる小学生／各コース先着10人　
費各4400円　申 11月22日午前9時から費用を
持って直接、両国屋内プール☎5610－0050へ

すみだファミリー・サポート・
センター「サポート会員養成集
中講座」

12月10日(金 )午前9時～
午後1時半

すみだボランティアセ
ンター分館(亀沢3－
20－11関根ビル4階)　
＊会場が変更となる場
合あり

内子どもの送迎や預かりをする有償ボランティアの養成講座（事業説
明・保育理論）　＊保育実習は別途実施　対次の全ての要件を満たす
方 ▼区内在住の20歳以上で、受講後、サポート会員として有償ボラン
ティアができる　 ▼心身ともに健康である　 ▼子育ての援助に理解と
熱意がある　＊資格は不要　定先着10人　費無料　＊各自、普通救
命講習の受講が必要(資料代1500円)　持筆記用具、身分証明書等　
申事前に電話で、すみだファミリー・サポート・センター☎5608－
2020へ　＊受け付けは月曜日～金曜日の午前9時～午後5時

仕
事
・
産
業

〝事業者の方はぜひ〞消費税のイ
ンボイス制度説明会

11月29日(月)・12月10日
(金)午後1時半～2時半

本所税務署3階会議室
(業平1－7－2)

内税務署の職員によるインボイス制度の基本的な仕組みについての説
明会　＊制度の詳細はインボイス制度のホームページを参照　対区内
事業者　定先着30人　費無料　申事前に電話で本所税務署法人
課税第1部門☎3623－5171へ　問 ▼ 本所税務署　 ▼向島税務署
☎3614－5231　 ▼税務課税務係☎5608－6133

シニア生涯ワーキングセミナー 12月23日(木)午後1時半～
4時15分　＊開場は午後1
時～

区役所会議室131(13
階)

内今後のライフプランを立て、シニア世代の働き方を考える　対 55
歳以上で、求職中の方やこれから就職活動を始めようと考えている方　
定先着40人　費無料　持筆記用具　申 11月22日から電話でセミ
ナー予約専用ダイヤル☎5256－6200へ　＊受け付けは月曜日～金曜
日の午前9時～午後5時　＊シニア生涯ワーキングセミナーのホームペー
ジからも申込可　問 ▼東京しごとセンターシニアコーナー☎5211－
2335　 ▼経営支援課経営支援担当☎5608－6185

ター(向島3－36－7)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

心のバリアフリー啓発キャラクター
「すみダック・すみピヨ」

新型コロナウイルス感染症　料理や食事のときはこまめに手洗いをしよう　[問合せ]生活衛生課食品衛生係☎5608－6943お知らせ
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☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、講座・教室・催しが中止または延期となる場合があります (詳細は、各申込先・
問合せ先へ )。なお、参加に当たっては、マスクの着用や手指消毒等、各会場でお願いする感染症対策にご協力ください。

山路を登りながら

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ

区分 名称 とき ところ 対象・定員・費用・申込み・問合せ等

文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ビギナーサポート〝トレーニング
がはじめて、久しぶりの方に！〞

11月22日 (月 )～12月28
日(火)の午前9時～午後8
時のうち30分　＊土・日曜
日、祝日を除く

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

内担当トレーナーからマシンの使い方やポイント、トレーニングの重
さや回数などを教わる　対高校生以上　費 1回1650円　申事前にス
ポーツプラザ梅若☎5630－8880へ

ワンコインプログラム「X55（エ
クストリーム55）」

11月26日～12月24日の毎
週金曜日午後8時～8時45
分

内ステップ台や軽い重りなどを使って全身の有酸素運動と無酸素運
動を行う　対高校生以上　定各日先着10人　費各日500円　申当
日直接会場へ　＊30分前から整理券を配布　問スポーツプラザ梅若
☎5630－8880　＊内容等の詳細は問い合わせるか、スポーツプラザ
梅若のホームページを参照

屋内プールで泳ぎのお悩み解決
します「プールプライベートレッ
スン」

12月1日(水)～27日(月)　
＊時間は予約時に調整

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対小学生以上　費各日 ▼ 1人 (30分 )＝3000円　 ▼ 2人 (45分 )＝
5000円　＊別途、施設利用料が必要　申事前に電話で両国屋内プー
ル☎5610－0050へ

プールで運動不足解消！施設利
用料だけで参加でき
ます！「初級クロー
ル」「アクアウォーク
＆ジョグ」

12月1日(水)～24日(金)
の ▼初級クロール＝毎週水
曜日午後1時5分～1時35
分　 ▼ アクアウォーク＆
ジョグ＝毎週金曜日午後1
時5分～1時35分

対 16歳以上の方　定各日 ▼初級クロール＝先着10人　 ▼ アクア
ウォーク＆ジョグ＝先着10人　費無料　＊別途、施設利用料が必要　
申当日直接会場へ　問両国屋内プール☎5610－0050

健康体力づくり教室「からだい
きいき体操・リフレッシュケア」
の1回体験

12月3日～24日の毎週金曜
日 ▼リフレッシュケア＝午
前9時45分 ～10時45分　

▼からだいきいき体操＝午
前11時～正午

スポーツプラザ梅若
(墨田1－4－4)

対 18歳以上の方　定各先着50人　費 510円 申事前にスポーツプ
ラザ梅若☎5630－8880へ　＊内容等の詳細は問い合わせるか、スポー
ツプラザ梅若のホームページを参照

心の復興コミュニティ 応援
ウォーキング(東京開催)「歩い
てつなぐ新たな絆

きずな
」

12月4日(土)午前9時～午
後1時のうち約90分　＊受
け付けは午前8時45分～10
時半

錦糸公園（錦糸4－15－
1）周辺　【集合場所】
錦糸公園

内東日本大震災の被災地に関するクイズや謎解きをしながら、約
5kmを楽しく歩く　対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は保護
者の同伴が必要(同伴者は有料)　定先着50人　費 ▼中学生以下＝無
料　 ▼高校生以上＝500円　申事前に電話で東北復興応援ウォーク
係☎5816－2175へ　＊受け付けは11月30日までの午前10時～午
後5時(土・日曜日、祝日を除く)　＊東北復興応援ウォークのホーム
ページからも申込可　問スポーツ振興課スポーツ振興担当☎5608－
6312

日曜成人水泳教室「平泳ぎマス
ター教室」(全4回)

12月5日～26日の毎週日曜
日午後3時15分～4時5分

両国屋内プール(横網
1－8－1)

対クロールで25ｍ以上泳げる16歳以上の方　定先着10人　費4400
円　申 11月22日午前9時から費用を持って直接、両国屋内プール
☎5610－0050へ　＊詳細は申込先へ

Bリーグ「サンロッカーズ渋谷　
対 滋賀レイクスターズ」観戦ご
招待

12月6日 ( 月 ) 午後7時5
分～

区総合体育館(錦糸4－
15－1)

対区内在住在勤在学の方　＊小学生以下は20歳以上の方の同伴が必
要　定 10人(抽選)　＊保護者の膝の上で観戦できる未就学児は人数
に含まない　申代表者の住所・氏名・年齢・電話番号、観戦者全員の
氏名を、往復はがきで11月25日(必着)までに区総合体育館「Bリーグ
観戦」係(〒130－0013錦糸4－15－1)☎3623－7273へ　＊申込み
は1人1通のみ(1通につき2人まで申込可)　＊中学生～18歳は保護者
の同意を往復はがきに記載　＊開催中止・延期の場合は無効

地域福祉プラッ
トフォーム京島
クリスマス企画
「手形アートで
クリスマス！」

12月14日 ( 火 ) ▼ 第1部
＝午後1時～　 ▼第2部＝
午後1時半～

地域福祉 プ ラ ッ ト
フォーム京島（京島3－
49－18キラキラ茶家）

内手形アートでクリスマスツリーを作る　【講師】伊藤友美氏
（petapeta－art®認定講師・アドバイザー）　対区内在住在勤在学
の方　＊小学校3年生以下は保護者の同伴が必要　定各部先着5人　
＊家族で参加の場合は1家族1作品のみ　費無料　申事前に電話で墨
田区社会福祉協議会☎3614－3900へ　＊受け付けは12月13日まで
の午前9時～午後5時(土・日曜日、祝日を除く)

イ
ベ
ン
ト

フォトジェニックスカイツリー　
東京スカイツリー写真展2021

11月27日(土)～12月2日
(木)の午前10時～午後5時　
＊初日は正午～、最終日は
午後3時まで

区役所1階アトリウム 内東京スカイツリー®をテーマとする写真と動画の展示　費無料　
申期間中、直接会場へ　問観光課観光担当☎5608－6500

キラキラ橘 勝つ勝つ海舟！ 12月4日(土)・5日(日) 下町人情キラキラ橘商
店街(京島3－49－1
周辺)

内勝 海舟を題材としたクイズラリーや謎解き、各種ステージパフォー
マンス　＊詳細は催し専用のホームページを参照　費無料
申当日直接会場へ　問 ▼キラキラ橘商店街事務局☎3612－
2258　 ▼産業振興課産業振興担当☎5608－6187

区
政
そ
の
他

すみだタウンミーティング〝「協
治（ガバナンス）推進条例」施行
から10周年！あらためて協治
(ガバナンス)について考え、「こ
れからのすみだ」を描いていく
ために〞みんなでつくろう！すみ
だの未来　第3回 すみだで行動
したくなる

12月12日 (日 )午前10時
15分～正午

すみだリバーサイド
ホール2階イベント
ホール(区役所に併設)　
＊オンライン会議シス
テム「Zoom」での参
加も可

内「すみだ」での行動・活動に注目し、課題やこれからの工夫について、
区長と一緒に語り合う　対区内在住在勤在学の方　定 ▼会場での参
加＝先着30人　 ▼ Zoomでの参加＝先着50人　費無料　＊Zoom
での参加の場合、通信料は自己負担　申事前に ▼会場での参加＝催し
名、住所、氏名、電話番号、一時保育・手話通訳希望の有無を、電話ま
たはファクス、Ｅメールで地域活動推進課まなび担当☎5608－
6202・℻  5608－6934・ KATSUDOSUISHIN@city.sumida.lg.jp
へ　＊区ホームページからも申込可　 ▼ Zoomでの参加＝区ホームペー
ジから注意事項を確認のうえ、申込み　＊受け付けは ▼会場での参加
＝12月6日まで(一時保育・手話通訳を希望する場合は11月30日ま
で)　 ▼ Zoomでの参加＝12月10日正午まで　＊事前ア
ンケート(任意 )を区ホームページで12月6日まで実施
問地域活動推進課まなび担当☎5608－6202

1－8－1)

ます！「初級クロー
ル」「アクアウォーク

虐待を受けていると思われる子どもに関する相談を24時間受け付けます。　児童相談所虐待対応ダイヤル☎1
いちはやく
8 9お知らせ
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区公式
SNS等

フェイス
ブック ツイッター インスタ

グラム ユーチューブ
☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール
 ＝ホームページアドレス

おめでとうございます！

＝内容 ＝種別 ＝対象 ＝定員 ＝費用・入場料 ＝持ち物 ＝申込み ＝問合せ＝選考方法

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、申込書等の配布期間・場所が変更となる場合があります。お越しの際は、
事前に、各問合せ先へご確認ください。

区分 名称 内容・対象等 申込み・問合せ等

仕
事
・
産
業

会計年度任用職員(地方公務員
法上の一般職の非常勤職員)の
募集

申採用選考受験申込書を直接または郵送で各問合せ先へ　＊採
用選考受験申込書は各問合せ先で配布しているほか、区ホームペー
ジからも出力可

▼事務補助 内郵便物の収受・開封・分類・仕分け、資料の確認・整理、パ
ソコンでの検索・入力等　【雇用期間】令和4年1月14日～3月
31日　【勤務時間】月曜日～金曜日午前9時～午後4時(週29時
間)　＊金曜日は午後3時まで　【勤務場所】税務課課税係(区役
所2階)　＊業務内容や応募要件等の詳細は、申込先で配布する
採用選考案内または区ホームページを参照　対パソコンの基本
操作(ワード・エクセル等)ができる方　【募集数】若干名　選書
類選考および面接　＊面接日は書類選考合格者に電話で通知

【申込期限】12月2日午後5時(必着)　問〒130－8640税務課
課税係(区役所2階)☎5608－6135

▼事務補助(随時募集) 内資料作成事務、郵送業務、パソコン入力作業等　【勤務場
所】区役所、各出張所、区の各施設等　【募集数】若干名　＊採
用希望者として登録し会計年度任用職員の雇用の必要が生
じたときに、書類選考(面接を行う場合あり)により任用

問〒130－8640職員課人事担当(区役所8階)☎5608－6244

特別区立幼稚園
(大田区・足立区
を除く)臨時的任
用教員採用候補
者の募集

種 臨時的任用教員(幼稚園)　対幼稚園教諭普通免許状を
有する方　＊取得見込みの方を除く　選書類選考および
面接　＊面接日は12月13日(月)・14日(火)のいずれか　
＊詳細は選考案内を参照

【選考案内・受験申込書の配布場所】申込先、教育委員会事務局
指導室（区役所11階）　申受験申込書等を郵送で12月7日(消印
有効)までに特別区人事・厚生事務組合教育委員会事務局人事
企画課採用選考担当(〒102－0072千代田区飯田橋3－5－1東
京区政会館17階)☎5210－9857へ　問教育委員会事務局指導
室☎5608－6308

11月3日(祝)に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となった第46回すみだまつり・第51回こどもまつりのポスター
コンテストの表彰式、第21代すみだ親善大使の認定式を行いました。
[問合せ]文化芸術振興課文化行事担当☎5608－6181 注 撮影は感染症対策を行ったうえで、短時間で行いました。

　144点の応募作品の中から大賞に選ばれたのは、小川莉子さんの作品。
ほかに優秀賞1点、入賞7点が選ばれました。

　25人の応募者の中から阿部 ゆき絵さん(写真左)、
香川彩花さん(写真中央)、河上由衣さん(写真右)の3
人が選ばれました。今後3人は、区で行われる催し等に
参加し、すみだの魅力を区内外に発信していきます。

第46回すみだまつり・第51回こどもまつり
ポスターコンテスト 第21代すみだ親善大使

大賞の小川莉子さんの作品 受賞者の皆さんと木内墨田区議会議長(前列左)、山本
墨田区長(前列左から2番目)、阿部すみだまつり実行
委員長(前列右から2番目)、森山墨田区観光協会理事
長(前列右)　＊受賞作品等の詳細は、すみだまつり・
こどもまつりのホームページを参照

すみだまつり・こどもまつり公
式キャラクターす~みん(右上)・
み~みん（左）・だ～みん(左から
2番目)

©MASAMI TAKAHASHI〈MASAMI DESIGN〉

すみだS
エスディージーズ

DGsステーション
SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」は、人類がこの地球で暮らし続
けていくために2030年までに達成しなければならない世界共通の17の目標です。

かりした土台を築くことが、経済活動や社会構築に不可欠です。
　2つ目は、経済・社会・環境は互いに影響し、密接に関連していると
いう視点です。これまでの環境保護対策は、経済活動を阻害したり、日
常生活上の我慢を強いたりすることがありましたが、SDGsでは環境保
護と同時に、経済発展や生活の質の向上もめざしています。経済・社会・
環境を総合的に捉え、ある課題を解決するときにほかの課題に悪影響を
与えないよう、目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」があり
ます。そして、その目標が3つの
階層を貫いています。
［問合せ］SDGs未来都市政策調
整担当☎5608－6231

　SDGsに取り組むときは、17の目標を一つひとつ知るだけではなく、
その相互関係やSDGsの仕組みも理解することが大切です。今号では、
SDGsの仕組みを表すモデルの一つである「ウェディングケーキモデル」
をご紹介します。このモデルは、17の目標を経済圏（働きがい、経済成
長など）、社会圏（貧困、教育、ジェンダーなど）、生物圏（気候変動、海・
陸の豊かさなど）の3つの階層に分類したものです。経済の発展には社
会が健全であることが必要で、健全な社会は豊かな生物圏（環境）があっ
て初めて成り立つことを示しています。
　そして、大切な視点が２つあります。1つ目は、環境が全ての土台で
あるという視点です。私たちが必要とする食料や資源の供給、これら
に影響を与える気候変動への対応など、環境の階層には私たちの生存
を左右する課題が含まれています。こうした課題に適切に対処し、しっ

目標達成に向けて知っておきたい理念や特徴をご紹介します
SDGsの仕組み「ウェディングケーキモデル」

ストックホルム・レジリエンス・セン
タ ー の Johan Rockstrom and Pavan 
Sukhdevが 2016年6月に公表したもの
を加筆修正

環境

社会

経済
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